
※開催内容や日程など変更になることがありますので事務局にご確認ください。

月日(曜日) イベント名 開催市町村 開催場所
行事内容

（催事、時間、事前予約、参加費用等）

問い合わせ先
電話番号

URL

グレートフィッシング然別湖管理事務所

080-5599-9591

NPO十勝めむろ赤れんが倉庫

080-2015-5853

http://memuroredbrick.web.fc2.com

大雪まつり実行委員会

0156-64-0522

TEL　0155-42-2111

商工観光課

0155-54-6606

http://www.makubetsu.jp/kankobuss
ankyokai/

中札内村観光協会

0155-67-2495

http://nakasatsunai.biog.fc2.corr

清水町観光協会

0156-62-1156

http://tokachi432.net/

（事務局：豊頃町商工会豊頃支部）

015-574-2206

ひろおサンタランドマラソン大会
運営委員会事務局

（広尾町役場教育委員会内）

01558-2-0181

http://santaland-marathon.jp/

浦幌町観光協会

015-576-2181

鹿追町観光インフォメーションデスク

0155-66-1135

http://www.shikaoi.net/

0155-25-7121

音更町十勝川温泉観光協会

TEL　0155-32-6633

http://www.tokachigawa.net/

0155-22-8600

0155-22-7555

ラリーチームカンサー

090-3115-4089

http://rtc-rally.com/

しほろ収穫祭実行委員会
（士幌町産業振興課）

01564-5-5220

http://www.shihoro.jp/tourism/event_
festival/agri_festival/

音更町十勝川温泉観光協会

TEL　0155-32-6633

http://www.tokachigawa.net/

忠類どんとこいむら祭り実行委員会

01558-8-2111

http://www.makubetsu.jp/kankobuss
ankyokai/

広尾町水産商工観光課

01558-2-0177(月～金)
サンタの家

01558-2-3293 (土・日・祝)

http://www.town.hiroo.lg.jp/

道の駅

ステラ★ほんべつ

0156-22-5819

NPO法人あしょろ観光協会

0156-25-6131

実行委員会

0156-27-2141

10月24日(土) 秋まつり＆収穫祭 本別町
道の駅ステラ★ほんべつ

（本別町北3丁目）

実りの秋・食欲の秋にあわせて、本別産の旬の野菜（豆、じゃが
いも、かぼちゃなど）を直売します。地方発送も承ります。
【開催時間】10:00～14:00

10月10日(土)
～

10月11日(日)
2015とかちばん馬まつり 帯広市 帯広競馬場

ワールド人間ばん馬チャンピオンシップをはじめ、各種ステージ
イベントやこども縁日、装蹄実演、獣医診療実演、飲食ブースな
ど盛りだくさん。

ばん馬と共に地域振興をはかる会
（帯広商工会議所内）

10月4日(日) 道の駅フェア・秋

10月11日(日) 第60回岩内仙峡もみじまつり

10月4日(日) MTB佐々田沼全道選手権大会

道の駅なかさつない

佐々田沼

帯広市 岩内仙峡付近
美しい紅葉の中で、秋の味覚と自然を満喫してください。歌謡
ショーや格安の農産品販売、動物にふれあえるコーナーなど。
【開催時間】10:00～14:30

岩内仙峡まつり実行委員会

道の駅しかおい特設会場

十勝エコロジーパーク

クロスカントリー、耐久レース

幕別町
道の駅・忠類特設会場

（雨天の場合:忠類コミセ
ン）

 作成：北海道十勝総合振興局商工労働観光課

  平成27年10月～12月

北海道トレイルランニング実行委員会
（十勝毎日新聞社事業局）

10月4日(日)

第42回
うまいっしょ”しんとく”

大雪まつり
新得町 屈足運動公園

10月18日(日) モール市場大感謝祭 音更町

販売コーナーでは、地場産のゆり根や和牛、忠類銘菓のナウマン
饅頭の販売の他、忠類地域のブランド豚「どろぶた」の販売もあ
ります。また、豪華ゲスト（杜このみ）によるステージの他、恒
例のお楽しみ抽選会では「どろぶた」の詰合せ等50品以上の景品
をご用意しております。【開催時間】10:00～13:30

清水町

町内のおそば屋さんが集結。新そばを心ゆくまで食べ比べること
ができます。トッピングは別売りのため、自分だけの一杯を作成
することが出来ます。お持ち帰り用のおそばや地元特産品の販売
も行います。

いつも道の駅なかさつないをご利用いただいているお客様に日頃
の感謝の気持ちをこめて「味覚の秋を楽しむ」をテーマに収穫祭
を開催します。野菜の袋詰めなどグルメを堪能できるほか、子ど
も達に人気のピータンも登場します！

10月10日(土)
～

11月8日(日)
オータムフェスタin十勝川 音更町 十勝エコロジーパーク

豊頃町

清水町ハーモニープラザ

清水町の美味しいものが大集合。新・ご当地グルメグランプリ北
海道、三連覇殿堂入りグルメ「十勝清水牛玉ステーキ丼」、全国
ご当地どんぶり選手権４位の「牛とろ丼」をはじめ、まつり限定
メニューにも注目。子供たちに大人気「バス型フアフア」も登場
します。

中札内村

地産地消をコンセプトに音更町の文化（伝統芸能や文化活動）を
紹介しながら、いろいろな体験（マスコット、木箱づくり等）や
音更町の「食」が楽しめるイベントです。
【開催時間】10:00～15:00

10月4日(日)
みのり～むフェスタ
おとふけ２０１５

新得町にはそば意外にもおいしい食べ物がたくさんあります！
広いお祭り会場でのんびり焼肉や地元特産品をご堪能ください。
もちろんそばもありますよ。
【開催時間】10:00～14:30

音更町
アグリアリーナ

（ホクレン家畜市場用地
内）

陸別サーキットを中心として、ターマックとグラベルのミックス
コースで行われるラリー競技。特にウォータースプラッシュは迫
力満点です！

陸別サーキットほか

巨大ジャガイモ内での世界の子供達のアート展示
【開催時間】10:30～17:00
月曜休、予約不要、入場無料

広尾町大丸山森林公園
駐車場

秋の澄んだ夜空を観察する「ナイトウォッチング」や、ドキドキ
の夜間フライト「ナイトバルーン」（有料・中止の場合あり）、
カボチャをくり抜くジャックオーランタン作り（有料）等を実施
予定です。カボチャを使ったイルミネーションで会場を彩りま
す。
【開催時間】20:00～21:00

１年間の感謝を込めて、越冬野菜の特価販売、屋台、縁日、野菜
の詰め放題ほか、楽しいイベントを実施予定！
【開催時間】10:00～13:00

ステージイベントや地場産野菜、幕別和牛販売などの特産品コー
ナーがあります。
【開催時間】10:00～14:０0

しほろ牛カットステーキやしほろジャンボ鍋（豚汁、おしるこ、
うどん）などの士幌味覚市、農産物廉価即売所、玉ねぎ＆じゃが
いも袋詰め放題、ゲームやビンゴ大会などのステージイベントと
いった毎年好評のイベントが盛りだくさん！

本別公園を中心に、展望台から市街地が見渡せる神居山や義経
山、本別川沿いの林道など自然豊かなコースで、トレイルランニ
ングの魅力を十分に味わえます。
１５㎞コース（高校生以上4,000円）
１３㎞コース（中学生以上4,000円）
　４㎞コース（小学生以上2,000円）

百年記念ﾎｰﾙ前広場

広尾町
広尾町大丸山森林公園

駐車場
（広尾町字広尾689）

士幌町

農産物や特産品を生産者が自ら販売・PRし足寄町の味覚を紹介し
ます。

第20回
忠類どんとこいむら祭り

10月25日(日)

10月11日(日)

第6回北海道・十勝
トレイルランニング

in
HONBETSU

本別町
義経の里本別公園
（本別町東町）

士幌町農村運動公園
（スケート場）

10月18日(日)

10月4日(日)
第38回

まくべつ産業まつり
幕別町

うらほろ収穫祭

10月10日(土)
～

10月11日(日)
第19回しかおいそばまつり

10月4日(日)
第8回清水「食」の

元気まつり

鹿追町

10月18日(日)

自動車のテストコースをこの日だけ特別に走ることが出来るマラ
ソン。要事前申込み、先着250名。参加料一般1,500円、中学生
以下1,200円。午前8時受付開始、午前9時20分開会式、10時
10分スタート。

10月11日(日) ラリーとかち2015 陸別町

10月24日(土)
ひろおサンタランドツリー

点灯式

10月25日(日)
日産カップ

陸別こがらしマラソン
陸別町

日産自動車
北海道陸別試験場

10月4日(日)
ひろおサンタランド

マラソン

第10回 道の駅まつり
第14回 大収穫祭・秋の物産市

足寄町
道の駅

あしょろ銀河ホール２１

しほろ収穫祭

広尾町

浦幌町 道の駅うらほろ
水揚げされたばかりの秋鮭や採れたて野菜など、浦幌町特産品の
即売会。かぼちゃ割り大会やくじ引きで浦幌の秋を楽しんじゃお
う！

ノルウェーのオスロ市から、国外初のサンタランドとして認定さ
れた『広尾サンタランド』のツリー点灯式。メインツリーの点灯
を合図に町中のイルミネーションにも光が灯り、町はクリスマス
ムード一色です。
【開催時間】15:00～

10月1日(木)
～

10月31日(土)
巨大じゃがいもアート 芽室町

初開催！サンタの町から黄金道路を駆け抜ける潮風薫るマラソン
大会!!太平洋に面した国定公園内の黄金道路をルートに取り入れた
コースを是非駆け抜けてみませんか！
競技終了後の特産品の振る舞いや抽選会もお楽しみに！
【申込締切】9月4日（金）

赤レンガ倉庫
（芽室町東3条南1丁

目）

みのり～むフェスタおとふけ実行委員会
（音更町産業連携係）

10月10日(土)
※雨天時翌日順延

9月19日(土)
～

10月5日(月)

グレートフィッシングin然別湖
セカンドステージ

鹿追町 然別湖

普段は禁漁の然別湖ですが、厳しい規則と特別期間を設け、然別
湖にしか生息していないミヤベイワナの他、ニジマスやサクラマ
スなどを釣ることが出来ます。紅葉に色づく然別湖の山々をバッ
クに特別解禁を楽しめます。

十勝観光イベントガイド

http://memuroredbrick.web.fc2.com/
http://www.makubetsu.jp/kankobussankyokai/
http://www.makubetsu.jp/kankobussankyokai/
http://nakasatsunai.biog.fc2.corr/
http://tokachi432.net/
http://santaland-marathon.jp/
http://www.shikaoi.net/
http://www.tokachigawa.net/
http://www.shihoro.jp/tourism/event_festival/agri_festival/
http://www.shihoro.jp/tourism/event_festival/agri_festival/
http://www.tokachigawa.net/
http://www.makubetsu.jp/kankobussankyokai/
http://www.makubetsu.jp/kankobussankyokai/
http://www.town.hiroo.lg.jp/


月日(曜日) イベント名 開催市町村 開催場所
行事内容

（催事、時間、事前予約、参加費用等）

問い合わせ先
電話番号

URL

広尾漁業協同組合食品部

01558-2-3202

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ske/
osazu/oz06gok/gok032.htm

さらべつ大収穫祭実行委員会
（ふるさと館）

0155-52-2211

http://www.sarabetsu.jp/cms/index.p
hp?ID=172

0155-22-8600

0155-65-4210

実行委員会事務局
（ＪＡめむろ営農部営農情報課）

0155-62-2313

http://www.town.hiroo.lg.jp/

浦幌町観光協会

015-576-2181

十勝エコロジーパーク財団

TEL　0155-32-6780

http://www.tokachi-ecopark.jp/

新得町観光協会

0156-64-0522

https://www.shintoku-town.net/

公園管理事務所

0155-32-6780

http://www.netbeet.ne.jp/~ecopark/in
dex.html

帯広競馬場　0155-34-0825

りくべつ鉄道

0156-27-2244

http://rikubetsu-railway.jimdo.com/

士幌高原ヌプカの里

01564-5-4274

http://www.nupuka.jp/

十勝川温泉旅館組合

 0155-46-2447

幸福駅ハッピーダイヤル

0155－67－6611

http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/sh
oukoukankoubu/kankouka/c030301

happy_ceremony.html

十勝川温泉旅館組合

 0155-46-2447

音更町十勝川温泉観光協会

 0155-32-6633

http://www.tokachigawa.net/

道の駅さらべつ

0155-53-3663

http://www.sarabetsu-
pipopa.jp/michinoeki/market/

幕別町役場忠類総合支所地域振興課

01558-8-2111

http://www.makubetsu.jp/kankobussankyokai/

商工観光課

0155-54-6606

http://www.makubetsu.jp/kankobussankyokai/

2015フードバレーとかちマラソン
実行委員会事務局

道内ではシーズン最後となる公認ハーフマラソン大会。晩秋の日
高山脈を眺めながら雄大な十勝平野を走ってみませんか。沿道か
らたくさんの声援がランナーの背中を後押しします。
【参加申し込み締切】9月30日（水）

とかちプラザ
会場を移転して開催。とかちプラザで秋の祭典をお楽しみくださ
い。入場無料。

11月1日(日)
2015

フードバレーとかちマラソン
帯広市

10月下旬 さらべつ大収穫祭2015

10月31日(土)
～

11月 4日(水)
第46回帯広菊まつり 帯広市

大樹町
道の駅

コスモール大樹

中心市街地
～

帯広の森

帯広のまつり推進委員会

11月1日（日）
～

3月31日（木）
ウインターフェスinエコパ 音更町 十勝エコロジーパーク

11月8日(日)
第6回

大樹町民物産感謝祭

毎月第4日曜日は「魚の日」と定め、サケやサンマ、シシャモなど
旬の海の幸、昆布やふのりなどヘルシーな自然食品といった北の
海のおいしい食材の販売会を開催。冷凍や干物、瓶詰などの加工
品はバラエティ豊かで人気があります。12月には第1・3日曜日
の2回開催されます。
【開催時間】10:00～11:00

十勝観光連盟
道東道とかち連携協議会

0155-22-8600
芽室町

モール温泉足湯ハウス（無料）
スノーシューで歩く冬のフットパス（有料・積雪時）
クロスカントリースキー（コース利用無料、スキーレンタル有・
積雪時）
スノーラフト森林ツアー&スノーチューブ（有料・積雪時）
エコパ冬まつり（1月17日）
雪だるまコンテスト（1月16.17日）
おいしいモール温泉豚を使ったメニュー　ほか

大樹町産の海の幸と山の幸を集めて皆さんに還元します。送料の
一部を負担しますので、贈答用にも利用できます。そのほか、ピ
ザ等の無料試食も行う予定です。

大樹町観光協会事務局
01558-6-2114

ふるさと銀河線りくべつ鉄道

シーニックバイウェイ十勝平野・山麓ルートのルート内にある士
幌高原ヌプカの里ロッジヌプカでは、テラスやバルコニーでシー
ニックカフェをオープンします。日高山脈や十勝平野を一望しな
がらコーヒーブレイクでもいかがでしょうか。

士幌高原ヌプカの里

道の駅
オーロラタウン93

りくべつ

十勝平原ＳＡ上下線
サービスエリアで、十勝各市町村の特産品を日替わりでご提供。
十勝管内の観光インフォメーションコーナーもあります。

4月25日(土)
～

10月25日(日)

ばんえい競馬
4月18日(土)

～
3月28日(月)

陸別町
生まれ変わったふるさと銀河線で実際に気動車を運転してみませ
んか。予約が必要なコースもあります。6ヶ月前より予約可能で
す。営業日及び詳細はお問い合わせください。

十勝川温泉周辺で収穫された新鮮朝どり野菜や花苗、地場産加工
品等を販売。市場南側と十勝が丘公園には、源泉かけ流しの足湯
もあります。
【開催時間】土日祝9:00～14:00
※商品がなくなり次第終了

｢愛の国から幸福へ｣の幸福駅でウェディング体験が楽しめます｡大
切な人と素敵な思い出をつくりませんか｡要予約｡
料金:5290円
【開催日】金･土･日･祝のみ

6月上旬から
11月上旬まで 土日新鮮野菜市場 更別村 道の駅さらべつ

4月29日(水･祝)
～

11月3日(火･祝)

5月2日(土)
～

10月18日（日）

音更町

◆十勝観光連盟のホームページでも観光情報をお知らせしています。   http://www.tokachibare.jp/   

幸福駅ハッピーセレモニー 帯広市 幸福駅

十勝川温泉モール市場

さらべつの農家が心を込めて育てた旬の採れたて野菜を直販して
います。期間中の土日のみ(９時から１６時)の営業となります。

4月29日(水)
～

10月25日(日)

トカプチ雄大空間
シーニックカフェ

十勝が丘公園
十勝川温泉観光ガイドセ

ンター南側

北海道遺産に選定された「モール温泉」が無料で気軽に楽しめま
す。温泉街を散策した後は、足湯に浸かって疲れた足を癒してみ
てはいかがでしょうか。

音更町
十勝川温泉

観光ガイドセンター西側

4月29日(水)
～

10月25(日)
十勝川温泉足湯めぐり 音更町

最高１tものソリをばん馬が曳いて、大きな障害（坂）を乗り越え
る世界で唯一のレース。毎週土・日・月曜日に開催中です。 http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/no

useibu/baneishinkoushitsu/banei.jsp

4月25日(土)
～

10月31日(土)

シーニックカフェ
士幌高原ヌプカの里

士幌町

更別村ふるさと館
（屋外広場）

十勝が丘展望台

十勝平原miniマルシェ

花時計ハナック横を登った十勝が丘展望台シーニックカフェで
は、パラソルと円卓を用意し、コーヒーとお茶の無料サービスを
しています。日高山脈を背景に１市３町が眺望でき、眼下には十
勝川の雄大な流れと温泉街・エコロジーパークが広がります。
【開催日時】土･日･祝10:00～15:00

帯広競馬場

浦幌町中央公民館
浦幌町の地場産品の消費拡大を目的に、特産品を一同に集めて年
末商品などの即売会を行います。

4月25日(土)
～

11月3日(火･祝)

帯広市

10月25日(日)
11月22日(日)
12月6日(日)

12月20日(日)

魚の日 広尾町

更別村の「食」が結集。村の農畜産品や特産品を是非味わってみ
てください。

広尾漁協食品部
（広尾町会所前２丁目

７９番地先）

道東・十勝の玄関口であるＪＲ新得駅が幻想的なイルミネーショ
ンでお出迎えします。
点灯時間などは未定。

12月13日(日) うらほろ物産フェア 浦幌町

更別村

12月上旬～
2月下旬

いらっしゃい“しんとく”
イルミネーション

新得町 ＪＲ新得駅前

芽室町
ＪＡめむろ本部事務所

東側特設会場

4月１日(水)
～

3月31日(木)
十勝エコロジーパーク 音更町 十勝エコロジーパーク

道立十勝エコロジーパークは、春夏秋冬、日々公園の顔が違う自
然を大切にする公園です。
【開園時間】9:00～17:00
【休園日】12／29～1/3

(予定)
12月下旬

～
3月中旬

白銀台スキー場 幕別町 忠類白銀台スキー場
南十勝で唯一のゲレンデである当スキー場は、上級者はもちろ
ん、ソリも楽しめるファミリーゲレンデです。ペアリフト・ナイ
ター照明も完備され、爽快に滑ることができるます。

(予定)
12月下旬

～
3月中旬

明野ヶ丘スキー場 幕別町 明野ヶ丘スキー場
ゲレンデデビューに最適な初級者向けコースです。北海道スキー
連盟から認定を受けた幕別スキー学校を開校しています。

12月13日(日) 第46回広尾毛がにまつり 広尾町

シーサイドパーク広尾特
設会場

（広尾町字野塚989番
地）

広尾の新鮮な海の幸をたっぷり食べて楽しむ味覚イベント。毛が
に早食い競争や特産品が当たる抽選会などのイベントが行われ
る。大釜茹で毛がには売り切れ必至です!!
【開催時間】9:00～14:00

広尾町水産商工観光課
01558-2-0177（月～金）

01558-2-2111（土・日・祝）

11月23日(月・祝) 第34回めむろ収穫感謝祭

「十勝めむろ」のおいしさ満載のイベント。今年収穫した農産物
を使ったおしるこ、ごぼうスティックなどの出店のほか、馬鈴
しょ詰め放題（有料）、大抽選会など盛りだくさん！
【開催時間】9:40～14:00（販売は10時～13時）
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